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第 2578 回 例会 2020 年 9 月 2 日(水)
於：ZOOM 点鐘：12：30
・点鐘
・開会宣言
・ソング
・四つのテスト
・乾杯

堀江 恭一 会長
玉木 実
会員
君が代、奉仕の理想
玉木 実
会員
馬場 明四郎会員

◇会長挨拶
堀江

恭一 会長

皆さんこんにちは。9 月からは状況が許せば久しぶりに会員が一堂に会する例会を開く予定で
したが、残念ながら引き続き ZOOM 例会となりました。しかし、この状況下にあっても我々には
ZOOM、On line という武器を持っているのだという様に前向きにとらえたいと思っています。
さて、先週の金曜日に安倍首相が健康状態を理由に突然辞意を表明されました。まあいろいろ
なことがあり、皆さんの中でもそれぞれのお立場で感慨深いところがあるとは思いますが、いずれに
せよ 7 年半に渡りお疲れさまでしたと申し上げます。

ところでこれまた突然ですが皆さんは「決議 23-34」というのをご存知ですか？ 聞いたこともないと
いう方もいらっしゃるでしょうし、聞いたことはあるけれども内容は知らないあるいは何となく分かって
いるような、しかし他人にうまく説明できないという方も多いと思います。しかしロータリアンとしては
基礎知識として一応は押さえておくべきものだと思いますのでその経緯の概略をお話しいたします。
ロータリー会員に向けた研修教育の冊子にはほぼ間違いなく載っていますので一度全文を読んで
みてください。
初期のロータリーは「親睦の充実」と「職業上の利益の向上」を目的としていましたが、やがて社会
的な奉仕活動に目が向いていきます。しかしやがてロータリアンに「奉仕する心を形成」することが
ロータリーの本質であるという理論派と「奉仕活動の実践」こそロータリアンの使命だという実践派と
の論争が激化し、これを収拾させるためにウィル・メーニア氏と 4 名の代議員が両者の考え方を調
和させ、従来の奉仕の考え方や行動を整理して書き上げたのが 1923 年セントルイス国際大会で採
択された「決議 23-34」です。今は「社会奉仕に関する１９２３年の声明」というタイトルがつけられて
いますが、当初は「本来の諸活動に対するロータリーの方針を再確認し、国際ロータリーとロータリ
ークラブにおける今後の手引きとなる原則」というタイトルで単に社会奉仕に関する声明ではなくロ
ータリーの奉仕活動全般に関する指針となっています。ほぼ１００年たっても今なお機能している決
議ですので皆さん一度はじっくり読んでみてください。

◇幹事報告
稲葉

健

幹事

※個別以外は HP の連絡事項に書類をアップしているのでご確認ください。
配 布
・週報
・8 月 19 日(水)
・月信、R の友
・vol.13 、9 月号(郵送)
変 更
・成田 RC
・9 月の例会変更

9月

4 日(金)

11 日(金)

18 日(金)
25 日(金)

開催日

・成田 CPRC

１

９／２
（水）
(第 1291
回)

通常例会（Zoom 併用例会）
特別月間卓話
担当：クラブ管理運営委員会 RF 活動
第３回理事役員会
納涼例会（夜間移動家族例会）会場：ANA ｸﾗ
ｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ成田 中止
オンライン飲み会（自由参加）
通常例会（Zoom 併用例会）
グループディスカッション発表
担当：戦略計画委員会
通常例会（Zoom 併用例会）

主 な 内 容
「ロサンゼルス街の様子とカ
リフォルニアワイン」
ＡＭＥＲＩＣＡ ＴＲＡＶＥ
Ｌ ＦＡＣＴＯＲＹ，ＬＬ
Ｃ．Ｍａｎａｇｅｒ
Ｔｏｍｏｋｏ Ｏｋｉ 様

会場 ・ 時間
通常例会
ホテル日航成田
12 時 30 分
点鐘

９／９
（水）
(第 1292
回)

「昨今の県政と成田市の現
況」
講師：千葉県議会議員
林 幹人 様

通常例会
ホテル日航成田
12 時 30 分
点鐘

９／１６
（水）
(第 1293
回)

会員卓話 「変わる世界とど
う向き合うか」
講師：金井 浄 会員

通常例会
ホテル日航成田
12 時 30 分
点鐘

４

９／２３
（水）
(第 1294
回)

会員卓話 「新入会員卓話」
講師：小幡晋彦会員
高木信人会員

通常例会
ホテル日航成田
12 時 30 分
点鐘

５

９/３０
(水)
(第 1295
回)

「コミュニケーション 3.0」
講師：トータルヘルスコーチ
ング 渡辺 淳 様

通常例会
ホテル日航成田
12 時 30 分
点鐘

２

３

＊３０日に予定「月見例会」が、通常例会に変更。
・八街 RC

◇ 9月
◇ 9月
◇10 月
◇10 月

23 日
30 日
14 日
21 日

(水) → 休 会（定款第 7 条１－d）
(水) →
〃
(水) → 休 会（振替休会）
（水）→ 休 会（定款第 7 条１－d）

回覧

・G 事務所

・RC 例会場変更
・アフリカ地域の野生型ポリオウィルス撲滅の根絶認定について
・バギオだより第 80 号
・文庫通信 8 月号
・文庫通信 HP 利用方法
・風の便り 通刊第 71 号
・日本事務局在宅勤務延長のお知らせ

郵便
ＦＡＸ
メール
等

・G 事務所

連絡

・R 日本事務局
・理事会

・クラブ請求書配布のお知らせ
→仲田リーダー(転送)
・RLI パートⅢ
→会長、幹事 仲田リーダー(転送)
・特殊切手 日本のロータリー100 周年記念切手のご案内
→会長、幹事、回覧(転送)
・RLI 推進委員よりご案内
→会長、幹事、仲田リーダー(転送)
・成田商工会議所 千葉北道路
→会長、幹事(転送)
・第 1 回クラブ・地区支援室メッセージ
→会長、幹事(転送)
・2020 年 7 月寄付レポート
→武藤委員長、一島リーダー、仲田リーダー(転送)
・財団 NEWS9 月号
→一島リーダー(転送)、HP
・地区補助金プロジェクト参加クラブの報告書
→会長、幹事(転送)
・第 49 回ロータリー研究会のご案内
→会長、幹事(転送)
・財団セミナーZOOM 用ハンドブック
→会長、幹事、武藤委員長(郵送)
・9 月 基本的教育と識字率向上月間｜リソースのご案内
→鈴木委員長、橋本リーダー、仲田リーダー(転送)
・9 月のロータリーレート 1 ドル＝106 円
・理事会報告は FAX でも配信します。
1.9 月 30 日の夜間例会
2.印西 RC 委員会マニュアル
3.その他(ニコニコなど)

◇委員会報告
〇出席奨励
玉木
9月2日

実

リーダー

総数

出席

欠席

M/U

出席率

14

9

5(免 2)

0

75％

〇広報・公共イメージ向上

橋本

和治

リーダー

広報・公共イメージ向上委員会から報告です。
ロータリーの友 9 月号で、様々な投稿の方法が紹介されています。
特に侃侃諤諤では、「文字を読むなら紙、それともデジタル？」
という特集を組んで原稿を募集しています。
奮ってご応募をお願いします。

◇卓話 「岐阜県飛騨高山、世界遺産白川郷、富山県から長野県にまたがっての
立山アルペンルート

オンラインツアー」

鈴木

治美

会員

本日は、バニラツアコンサービスをご利用いただき、ありがとうございます。
これより、世界遺産白川郷・飛騨高山と立山黒部アルペンルートツアーにご案内致します。
この旅は、渋滞に巻き込まれることも、たくさんの観光客に行く手をはばまれることもない
楽旅です。
短い時間ではありますが、どうぞ宜しくお願い致します。
今回は、岐阜県、富山県、長野県へとオンライン観光していきましょう。
まずは、どこでもドアで、岐阜県飛騨高山へと向かいます。
江戸時代に城下町として栄えた高山の「さ
んまち通り」周辺を散策！
どこを撮っても写真映え抜群！「ミシュラ
ン･グリーンガイド・ジャポン」で三ツ星を
獲得し、
「訪れるべき場所」として世界が注
目する人気観光地です。

城下町の中心、商人町として発展した高山の上町、下町は「古い町並」といわれ、飛騨高山
観光のメインスポット。
出格子の連なる軒下には用水が流れ、造り酒屋には杉の葉を玉にした“酒ばやし（杉玉）”
が下がり、風情ある町家が連なっています。
老舗の味噌屋や土産物屋、カフェ、レストランなど店舗も豊富。名物みたらしだんごなどの
食べ歩きも楽しいエリアです。
人力車に乗って古い町並みを巡るのもおすすめです！
次に飛騨高山の朝市をのぞいてみましょう。

江戸時代から、米市、桑市、花市などの市
として発達した「飛騨高山の朝市」。
明治中頃から、農家の奥さんたちによって
野菜が並べられるようになり、現在は、陣
屋前広場の「陣屋前朝市」と宮川沿いの「宮
川朝市」の 2 ヶ所で開催。もんぺ姿のおば
さんたちの飛騨の方言を耳にしながら、新
鮮な野菜、お漬物、味噌、民芸品などを購
入できます。
土産物屋とは違う手作りの味や品が並ぶの
も朝市ならでは！
私は、早起きして宮川朝市で、別のお客さんが選んでくれたおいしそうなリンゴをお土産に
買いました。
続いては、世界遺産の白川郷へとご案内致します。

岐阜県の白川郷合掌造り集落は、五箇山
と共に 1995 年に世界文化遺産に登録さ
れました。ミシュランで 3 つ星として掲
載された日本を代表する人気観光地で、
田んぼに囲まれた中に茅葺屋根の家が
点在する山村の景色は、まさに日本の原
風景。
城山展望台、和田家、旧遠山家民俗資料
館などは、日本人なら一度は訪れたい定
番観光地です。
白川郷周辺には鉄道が通っていないため、アクセスはバスまたは車となります。
東京方面からは金沢駅、または富山駅まで北陸新幹線で移動し、そこから高速バスを利用し
ます（バスは一部予約制）。
関西・名古屋方面からは名古屋駅から特急ワイドビューひだで高山駅まで移動し、高山飛騨
バスセンターから白川郷行きの高速バスを利用します。
私が白川郷に行った時は、まだ北陸新幹線が通っていなかったので、ワイドビューひだに乗
って行きました。
駅で、飛騨牛のお弁当（食べるときにひもを引っ張って温かい状態で食べられる）を買って、
特急の中で食べました。

ちなみに、下呂市には白川郷などから移築した１０棟の合掌家屋集落で、日本の原風景を再
現した『合掌の里』もあり、私は囲炉裏を囲みながら、ぜんざいを食べたり、飛騨牛コロッ
ケを食べながら散策もしてきました。

白川郷の合掌造り集落で代表的なのが荻町地区。集落から徒歩 20 分程の場所にある、荻
町城跡展望台から見下ろす白川郷合掌造り集落は、まさに絶景。特に冬に訪れると、雪を被
った逆三角形の可愛い合掌造りの建物が数十個、雪国の闇に浮かび上がる姿は幻想的の一言。
極寒の中で、一つ一つの建物の窓の灯りがわずかな暖かみを感じさせてくれます。

次は、富山から立山アルペンルートに沿って黒部ダムまでご案内します。
富山県と長野県を結ぶ山岳ルートを、6 つの乗り物を乗り継いで通り抜けます。

標高 3,000m 級の山々をさまざまな乗り物で横断！

1971 年に全面開通した立山黒部アルペンルートは、富山県立山町の立山駅（富山地方鉄
道）と長野県大町市の扇沢駅とを結ぶ交通路で、世界的にも有名な大規模な山岳観光ルー
トです。
ほぼ全区間が中部山岳国立公園内にあり、飛騨山脈・立山連峰、黒部ダムなどいくつもの
景勝地があります。登山や散策・トレッキングなど春～秋まで季節を通じて楽しむことが
でき、近年は外国人観光客も多く訪れる日本を代表する観光地です。
立山駅から扇沢駅まで、東西 25km 足らずの直線距離ですが、最大高低差は 1,975m もあ
り、立山連峰の景観を望む立山ロープウェイ、全線地下式のケーブルカー、黒部ダム建設
に用いられたトンネルを通る電気バス、国内一の高さを持つ黒部ダムの堰堤上の徒歩での
移動など、さまざまな乗り物を乗り継いで移動していきます。

弥陀ヶ原（みだがはら）

東西 20km、南北 3km にわたって広がる
溶岩台地の大高原です。夏には「チングルマ」
や「イワカガミ」など高山植物が咲き揃い、
秋は紅葉で人々の目を楽しませてくれます。

４～５月の見どころ

雪の大谷

日本一標高の高い場所（標高 2,450 メート
ル）にある富山県室堂（むろどう）駅から徒
歩 5 分にある大谷は、吹きだまりのため積
雪が多く、高さ 20 メートルを超えることが
あります。この大谷を通る立山有料道路に積
もった雪を除雪してできるのが、有名な「雪
の壁」で、壁が連なる約 500 メートルの区
間を「雪の大谷」と呼びます。
そして雪の壁の中を歩くことができる「雪の
大谷ウォーク」は 4 月中旬～6 月中旬まで楽
しめる春のイチオシイベントです。

６月だけの見どころ

雷鳥ウォッチング

氷河期からの生き残りといわれ、長野・岐
阜・富山の県鳥にもなっている「雷鳥」。
国の特別天然記念物に指定されている雷
鳥に出会える確率がもっとも高いのは、
縄張り争いの後、巣を守る様子が多く見
られる 6 月。 鳥にしては太い足を持ち、
ハイマツという背の低い松林の中で生活
します。
室堂平

標高 2,450ｍに位置する、アルペンルート
の中心地であり観光の拠点。 眼前には有
名な剱岳、立山三山をはじめ、3,000ｍ級
の雄大な山々が迫ります。日本アルプスで
最も 深い高山湖である「みくりが池」や、
火山活動を目の当たりにすることができ
る「地獄谷」を見ることができ、自然の素
晴らしさを大迫力で感じることができま
す。
「みくりが池」は室堂バスターミナルか
ら歩いて約１０分のところにあり、北ア
ルプスで最も美しい火山湖といわれる、
周囲約 630 メートル、水深約 15 メート
ルの湖です。
青く澄み、伝説を秘めた湖面には、3,000
メートル級の山々の雄姿が映し出され、
思い出の写真を撮ることができる絶好の
ロケーションです。

立山頂上
立山とは、雄山（おやま）
・大汝山（おおなん
じやま）
・富士の折立（ふじのおりたて）の山
なみを総した名称です。最高峰の大汝山は
3,015 メートルあり、主峰の雄山頂上には「雄
山神社峰本社」があります。
ここからの眺望は、さえぎるものが全くな
く、山頂に立つ喜びを感じさせてくれます。

立山ロープウェイ
立山の東壁を背に、大観峰（だいかん
ぼう）と黒部平を 7 分で結ぶ、全長
1,710 メートル、標高差 500 メートル
の立山ロープウェイ。黒部湖や後立山
連峰をダイナミックに眺めることがで
きる、まさに「動く展望台」です。
このロープウェイは我が国最長の
ロープウェイとしても有名です。

黒部ダム
大自然の中、幾多の困難を乗り越えて
昭和 38 年に完成した世紀の大事業
「黒部ダム」は、高さ 186 メートル、
長さ 492 メートル、日本最大のアーチ
式ドーム越流型ダムです。

【黒部ダム観光放水期間：
6 月下旬～10 月中旬（予定）】
毎秒 10 トン以上の水量が吹き出す
観光放水は必見！
ダム展望台からは立山連峰や北アル
プスの大パノラマがみられます。
えん堤から下を覗くと、舞い上がる
風と水しぶきが爽快です！

今回は、岐阜県飛騨高山、世界遺産白川郷、富山県から長野県にまたがっての立山アルペン
ルートをご案内致しました。
あっという間のオンラインツアーでしたが、お楽しみいただけましたでしょうか？
ご参加いただき、ありがとうございました。

◇点鐘

印西 RC 会長

堀江 恭一

＜9-１０月の例会変更＞
9月
330 日(水)

第 2581 回

印西市商工会

点鐘：18：30

※但し、リアル例会の開催条件を満たさないときは、
休会。ZOOM 例会は行わない。

10 月

会員増強・新クラブ結成推進月間

07 日(水)

第 2582 回

通常例会

中央公民館(学級講座室)

点鐘：12：30

12014 日(水)

第 2583 回

通常例会

中央公民館(学級講座室)

点鐘：12：30

21 日(水)

第 2584 回

通常例会

中央公民館(学級講座室)

点鐘：12：30

以上

※第 1.2.3 週の水曜日は通常例会

点鐘 12：30～

※第 4 週の水曜日

の例会はございません。

※第 5 週の水曜日

は夜間を予定しています。

※2 週間以内に印西市内でコロナ感染者が発生した場合は、
リアル例会から ZOOM 例会に切り替わります。

